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平成 26 年度  第１回  静岡市消費者教育推進地域協議会会議録  

 

１  日   時      平成 26 年７月７日（月）午前 11 時 10 分～12 時 00 分 

 

２  場   所      静岡市役所  本館 第１委員会室  

 

３   出  席  者      （委  員）色川会長、朝倉副会長、宮下委員、喜多川委員、

八木委員、渡邉委員、竹田委員、磯部委員、森委員、  

鈴木委員、大川委員、白鳥委員  

（事務局）鎌田副主幹、櫻井主査  

 

４ 議  事  

(1)静岡市消費者教育推進計画素案について  

(2)その他  

 

５ 会議内容  

色川会長：それでは、「第１回静岡市消費者教育推進地域協議会」を開催しま

す。  

最初に、議事の「静岡市消費者教育推進計画素案について」を、事務局から

説明をお願いします。  

 

事務局：議事１「静岡市消費者教育推進計画素案」について説明  

 

色川会長：それでは、「静岡市消費者教育推進計画素案について」、ご意見、

ご質問等がありましたらお願いします。宮下委員。  

 

宮下委員：先ほどの審議会で少しお話ししたことですが、これは、消費生活基

本計画の素案の 13ページに「教育（学習）機会の提供」という項目があります。

これは、「自立した消費者＝消費者市民の育成」という「基本方針 (2)」の一

部です。そこだけ読むと、「くらしの一日講座」を中心にやるという印象を受

けます。ただ一方で、今、大変詳細に紹介いただいたように、消費者教育推進

計画の19ページでは、かなり多様な取り組みをする説明がありました。そこら

辺りが一つのところでまとまっていることになると、２つの計画がもう少し整

合性のとれたかたちになってもいいのかと思います。  

 というのは、基本計画の取組事項として「くらしの一日講座」だけが挙がっ

ていると、それしかやらないのかと思われてしまいがちだからです。「１例で

ある」とかそういうことが書いてある、あるいは「新規の取組」とか「拡充す

る取組」ということで挙げてあるのならいいのですが、２つの計画を読んでみ

ると、若干整合性がない感じもします。そこら辺は書き方の問題かもしれませ

んが、少し考えていただければと思います。  

 あと、一点、私自身は、「消費者教育のコーディネーターを育成する」とい



2 

 

う 19ページの「 (2)－エ－（ウ）」が大変大事だと思っています。また、あと

から配られた「資料 4．スケジュール（案）」で、「消費者教育コーディネー

ターの育成・活動の支援」とか、あるいは、その上のところも少し関係するか

もしれませんが、「見守り活動を行っている支援者に対する出前講座の開催」

といった、要するに、支援をする側の教育が大事だと思っています。  

 その意味で、「担い手養成講座の開催」というときに、担い手の方が、いっ

たい何に困っているかというニーズがある程度わからないと、講座も意味を失

ってしまうところもあるので、できれば平成 27年度に始める前に、担い手にな

りそうな方々にアンケートなどを採ったりしてはどうでしょうか。要するに、

そうした方々がどういうことを聞きたいのか、どういうことで困っているのか

という具体的な問題とかがあれば、それを出してもらうということで平成 26年

度はやってみる。  

 そして、平成 27年度でまたいろいろと意見を聞いて、実際にどういうことが

よいのかということを考えてみる。もちろん現場で具体的に困っていることだ

けではなくて、私どものほうで伝えておきたいこともあると思いますので、そ

ういったことを混ぜ合わせて検討をする。  

 ただ、どうしても時間の制約もありますから、その中で何を伝えたいかは選

別する必要があると思います。恐らくその辺りが、平成 28年度とか平成 30年度

に挙がっている「活動方法の検討」につながっていくのかと思うので、まず、

担い手になる方のニーズがどの辺にあるのかということを探る必要があるので

はないでしょうか。  

 あるいは地域によって違うかもしれません。高齢者の多い地域と街中では考

え方が違ってくるかもしれないので、もしかすると担い手になる方のニーズも

違ってくるかもしれません。そういったことも少しきめ細かに考えることが必

要なのかと思います。これも意見のようなものですけれども、ご検討いただけ

ればと思います。以上です。  

 

色川会長：ありがとうございました。  

 

事務局：１点目については、書き方の問題ということで、確かに基本計画に記

載のある事業が、消費者教育推進計画の中にも入ってきますので、それをどの

ように記載したらよいかというのも、またご意見を伺いながら、今後、市民の

方が見てわかりやすいように検討していきたいと思います。ありがとうござい

ます。  

 ２点目の養成講座についてですけれども、養成講座は、見守り者だけではな

く、こちらで考えているものが、消費者市民社会の担い手という意味のもので

す。言葉が足りず申し訳なかったです。確かに見守り者についての講座も、必

要になってくるのかと思います。その辺は、今後の計画の中でまた検討してい

きたいと思います。ありがとうございます。  

 

色川会長：今の件は、消費者安全法が改正された以上、今度は、消費生活協力
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員を設けないといけないし、また、確か、消費者安全にかかわる地域協議会を

設けろといわれているので、計画を立てるときに、区分というか、ここは、協

力員の養成と見守りの養成はちょっと違います。その辺はうまく区分をしない

といけないと思いますので、注意をしていただくように。ほかにいかがでしょ

うか。何でも聞けばいいと思います。  

 

喜多川委員：「さまざまな場における消費者教育」の２個目の活動、「消費者

教育の推進地区の設置」の括弧の中に「高齢者宅への個別訪問・チラシの配布、

通話録音装置設置など」というのが書かれています。この括弧の中と「消費者

教育の推進地区の設置」が、どうもしっくりきません。  

 この括弧の中は、高齢者の見守りネットワークの中での活動というか、被害

防止のための対策なので、「消費者教育の推進地区の設置」とはちょっとしっ

くりきません。これはどうなのかを思います。 

 それと、ここに簡単に「消費者教育啓発員設置」とか、「担い手養成講座」

とか書いてありますが、消費者教育をにらんでということですと、啓発講座と

教育は、講座の中身が全く違います。消費者市民社会を目指した中での講座は、

例えば、ただビデオを見るだけではだめですし、劇団員がやっていることを見

るだけではだめですし、参加者自らが主体的に考えられるようなメニューを考

えなければなりません。  

 だから、ファシリテーションというか、ワークショップを採り入れたりとか、

そういう参加型の講座に方向転換していく必要があります。それだとすると、

講師の側にも意識転換が必要です。従来型の啓発のような出前講座をやってい

たのではだめです。  

 そうなると、講座の中身を研究したり、開発したり、そういう時間が必要な

のではないかと考えますが、いかがでしょうか。  

 

事務局：まず、一点目の推進地区のほうです。括弧内は、確かに見守りネット

ワーク事業の内容に見えてしまいます。個別訪問・チラシの配布となると、や

はり見守りなのかと思いますが、推進計画の中で見守り者についての教育も確

かに大事ということですので、そこは、あえて入れてあります。  

 あと、通話録音装置の設置も、こちらは見守りというか、事前の被害の防止

になってきてしまいますが、こちらも推進地区を対象として、実証実験的なか

たちでやっていきたいということで載せてあります。教育というと、少し違っ

てしまうのかもしれませんけれども、推進地区の中でこういうかたちでやって

いきたいということです。  

 あと、ほかにもこんなことをやったらいいというご提案等がありましたらい

ただきたいと思いますので、何かご意見がありましたらお願いします。  

 ２番目の担い手講座は、こちらは１回目の来年度もそうですが、 10回以上の

連続講座と考えているものは、職員等が講師となってというものは、やはり無

理ではないかと思っていますので、どちらか委託でできるところがあれば、そ

ちらにお願いをして、内容等を検討していきたいとは思っています。よろしく
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お願いします。  

 

色川会長：今の件で言うと、多分ありません。  

 

事務局：ありませんか。  

 

色川会長：そういうことを言うと怒られますが、多分作らなければいけない感

じです。委託では無理です。私も喜多川委員の意見に賛成ですが、残念ながら、

消費者教育推進法自体は両方含んでいます。これは、政策的にそうなっただけ

です。狙いはもちろん全然違う感じです。それこそ、喜多川委員に頑張ってい

ただいて。中で考えて作ることを考えなければ、多分全国的にも難しいと思い

ます。おっしゃるとおりだと思います。  

 ついでに言うと、気になっているのは、ｅ -ラーニングなんかもそうで、簡

単に言いますけど、これはかなり大変なことです。例えば、私が知っているの

だと、仙台市が今、活性化基金を使って作ったのですが、「伊達な人々」とか

いうものですけど、ああいうのでも、結構大変なシステムです。あれを活性化

基金がないかたちで作るというのは、それだけのお金を取れるのかどうかとい

う問題が一つです。  

 もうちょっとついでに言っておくと、「エブリデイ消費者！」を作ってアン

ケートを採ったものですが、この中で、「使っています」と答えている先生方

がいます。そこに、私もそうですけど、話をきちんと伺いたい気もするのです。

その辺のことをやって、初めて改訂とか何とかという話だと思います。その辺

が全然わかりません。  

 やはり、直接伺って実際に使っている先生の意見を生で聞く必要があるし、

見せてもらえるなら、できれば授業を見たほうがいいです。そういうのをやっ

て、初めて何が問題かをこちらも理解できると思います。先生方の意見をその

まま聞けばいいというものではありません。  

 つまり、先生方は先生方の考え方があると思いますが、作っている側は作っ

ている側の考え方があるので、その辺は、両方を擦り合わせる必要があって、

それをヒアリングとか見せてもらうことでそれができるのです。その辺の苦労

はする覚悟を持たないといけないと思います。よろしくお願いします。以上で

す。  

 

事務局：まず、一点目のｅ -ラーニングについてです。こちらも、やはりうち

のほうも自前でできるとは思っていません。活性化基金は、平成 29年度の新規

事業まで対応になってくるものですから、「外のお金ばかり当てにしている」

と言われてしまいますが、ｅ -ラーニングは、今は活性化基金を活用してやり

たいという予定でいます。  

 二点目の「エブリデイ消費者！」ですけれども、こちらは、先生の言われる

とおりヒアリングが必要になってくることも確かですので、これも今年度中に、

できれば使っていただいた各学校の先生の授業等を見るとか、先生にお話を伺
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いたいと思いますので、そのときはまたよろしくお願いします。  

 

色川会長：どうでしょう。竹田委員、どうぞ。  

 

竹田委員：先ほどもお話に出たと思いますが、「消費者教育コーディネーター

を育成します」というのがありますが、これは、具体的に何か資格を与えると

か、あるいは指名をするとか、地域の中でやっていくのに、そういうのは必要

ではないかと思っているのですが、その辺のことはどうかということ。  

 また、全体的に消費者教育の推進ということについて言うと、のちのち推進

の具合がどうだったのかを計るのに、何か数値化するところが必要ではないか

と思います。全部ができるわけではないと思いますが、目標の中に、例えば数

値化・・・。  

 例えば、「エブリデイ消費者！」のワークブックみたいなものがありますよ

ね。あれは中身がすごくよくて、自分のところの会社の新入社員の教育にも使

いたいぐらいの内容だと思います。そういうのも、例えば級を与えるとか、そ

うやって全体的な推進をしていることをアピールすることになるし、もっと市

民がこのことに興味を持つ盛り上がりができてくるのではないかと思います。  

 

事務局：ありがとうございます。コーディネーターについては、特に資格とい

うところまでは考えていませんでしたが、市民リーダーの証とかというような

かたちでお願いしたほうがいいのかという点は、確かにありますので、それは

今後検討したいと思います。  

 ２番目の推進がどの程度進んだかの数値化ですけれども、今回、基本計画と

一体化して作ったものですから、そこの中で数値目標というところは、作らな

ければいけないと思っています。また、個々の事業についても、やはりどの程

度達成できたのかというような数値は、設定しなければいけないのかという点

はあります。そちらについても、今後、どんなものを指標としていったらいい

かというところは、すぐにでも検討をしなければいけませんが、次会の２回目

の会議の辺りでは、その辺も、これでいいかという意見も伺いたいと思います

ので、よろしくお願いします。  

 

色川会長：今言われたとおりで、数値化はとても重大だと思っていますけど、

結構具体的ではありません。何か曖昧な数値でごまかすみたいなのが多くて、

私は具体的にやるべきだと思いますけど、残念ながら、今は仕組みはありませ

ん。今後、そこを詰める。いかがでしょう。宮下さん。   

 

宮下委員：今の資格という話ですが、さっき色川会長から話があった消費者安

全法の改正の関係で、消費生活協力員を委嘱することができるようなりますの

で、それとの位置付けの関係でも、そういう仕事ができる人を育成することが

重要となります。さらに、その下につく人を育成することも重要です。人材育

成には、段階があるといいと思います。リーダーの中のリーダー、そういう方
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がいてもいいのかなと。そういう方に対する研修を考える時に、消費者教育の

専門の方でなくても、ファシリテートとかそういうのは専門家の方が実際にい

ますので、そのようなことを学ぶ機会を作るのは重要です。そういう機会をう

まく組み合わせて活用すれば、いろいろな教育、啓発の仕方を考えることがで

きると思います。  

 ですから、何かこういう仕組み作りに少し時間をかけてもよいのではないか

と思います。もちろん、あまり時間をかけすぎても仕方ありませんが、平成 26

年度なり、平成 27年度の初めなり、もし平成 27年度から養成講座とかいろいろ

なことを始めるのであれば少し早めに、もう、ちょっと時間とか予算の関係で

難しいということであれば、平成 26年度ではなく、平成 27年度になるのかと思

いますが、そのような仕組み作りということは、少し考えてみてもいいのかと

思います。感想めいていて、なんですが。  

 

色川会長：一番理想的に言うと、静岡市が今度、環境大学を始めました。ああ

いう仕組みができるといいです。あれはかなり体系的になっていて相当な量で

はありませんか。あのカリキュラムを見たときにびっくりしました。イメージ

的にはああいうものが、もしできて、募集すると、人が結構来てくれるかたち

があれば、一番理想的かなと思います。考えていただきたいと思います。ほか

にどうでしょうか。  

 これは、まだ、あれですものね。これから皆さんに意見を出していただいて、

そういうことですよね。  

 

事務局：そうですね。事業に対する意見と、事業の中でも、名前だけは載せて

ありますが、やはり、どういうふうに進めていったらいいかという課題がそれ

ぞれ残っているものですから、そちらの進め方とか検討内容とかについて、ご

意見とかをいただけると、うちのほうとしてもありがたいです。こういうもの

の中身はこういうふうにしていったらいいよとか、そのあとはどうしたらいい

よとかいうことをご教示いただければと思います。  

 

色川会長：個人的には、私は統計データが読めるので、例えば、実態調査の内

部データをいただければありがたいと思います。  

 

事務局：お願いします。  

 

色川会長：例えば、消費者教育の受講経験がある人が８％というのは、全体的

にはそうですけれども、恐らく若い層は、学校で少しはやっているので、もう

少し高くなるのではないかと思いますが、その辺を見ないと何とも言えないで

す。  

 だから、データを貸していただけるなら、もちろん名前は全部消していいで

すから、私に提供できるかたちで結構です。  

 



7 

 

事務局：わかりました。  

前回お話しいただいた消費者教育の受講経験というところでは、やはり、先

生の言われたとおり、 10代、20代については、それぞれ20％以上でした。  

 

色川会長：それでも低いですけど。  

 

事務局：そうですね。  

 

色川会長：20％はかなり低いと思います。  

 

事務局：18歳から20代だけで見ると 21％でした。全体で見ると、 40代以上の方

で「受けたことがある」という方が少ないので、８％になってしまいます。  

 

色川会長：多分、全国でいくつかデータを採っていますが、その層だと、大体

半分弱ぐらいはいきます。 20％というのはかなり低いです。とか読めるではあ

りませんか。そういうのを基に、こういう計画を立てなければいけないと思い

ます。かなりやらなければいけないというのがわかります。  

 

事務局：そうですね。あと、アンケートの結果で、センターのほうについての

紹介内容を、「センターは相談するところだよ」というところだけで終わって

しまっていて、センターの事業内容まですべて紹介してくれる学校というか、

先生があまりいなかったので、実際に相談につながらないとか、そういうとこ

ろもあるのかと、アンケートと一緒に見て思いました。そういうかたちで、お

願いするばかりですが、学校での授業での副教材を使って、どの程度消費者教

育というか、センターについても伝えていってくださるのかも重要かと思いま

した。  

 

色川会長：やはり、「エブリディ消費者！」を作っても、悪質商法ばかりやら

れているとかがわかりますよね。これは、当然だと思いますけど。  

「資料３」の３ペー ジの「補問 1－ 2」は、読み方がわかりま せんが、

「13.8」という「７章」が一番高くて、これは、１時間単位で・・・、何て読

むのですか。  

 

事務局：13.8時間と、中途半端な時間ですみません。それぞれの章を使った時

間を0.何時間と回答されたところもあったので、足した時間となります。  

 

色川会長：何人の先生がこの章を使ったのかがわかりません。  

 

事務局 時間ではなくて、何人が使ったと分かるグラフにした方が良いという

ことですね。  
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色川会長：平均値で、何人中何人使っていて、何時間使ったのかという点が並

ぶほうがいいです。平均が、数が少ないから・・・。でも、「３章」、「７

章」は多いですね。気合を入れて作ったところは、結構ちょぼちょぼ・・・。

これが現実です。  

 学校現場では、ここがスタートだと思います。だから、これをきっかけに、

これを基にどう変えていくかというか、どう推進するかを考える一つの材料に

はなると思います。  

 

事務局：はい。ありがとうございます。  

 

色川会長：皆さん、どうぞ。まだ４、５分あると思いますので、遠慮しないで、

ご質問等・ご意見がありましたらお願いします。  

 スケジュール的に言うと、これは今年中に作るのですね。今年度中ですね。  

 

事務局：今年度の会議は、あと２回予定をしています。もし、会議だけでは意

見をお聞きできない場合は、資料をお送りして回答していただくようにしたい

と考えています。  

 

宮下委員：お願いが一つありまして、もちろん総花的に全部出すこともできな

いことはありませんが、特にここを検討してほしいとか、ここは重点的に考え

てほしいという何かポイントがいくつかあったほうが、議論はしやすいと思い

ます。議論の時間も多分１時間とか１時間半、長くても２時間でしょうから、

全部を議論するのはなかなか難しいと思うので、特にセンターのほうでここを

重点的に議論してほしいというところがあればお知らせいただければと思いま

す。  

 あるいは、各委員のほうから、ここは重点的にやったほうがいいという意見

があれば、そこを中心に議論してはどうでしょうか。どういうことが、今、セ

ンターでお困りなのかとか、あるいは委員からこういう意見が出たということ

を、お手数ですけど、次回のときまでにまとめていただくと議論がしやすいと

思いますので、よろしくお願いします。  

 

事務局：わかりました。今回、スケジュールで出したものが、今後重点的に取

り組んでいきたいとセンターで考えているものです。この中でも、１項目、２

項目に絞ってということでよろしいですか。  

 

宮下委員：数を少なく絞るというわけでもないのですが、あれもこれも全て議

論するとなると、やはり時間が足りません。ですから、これらの提案の中で特

にこういうことについて議論してほしいとか、あるいは、委員の方が、こうい

うことについて議論したほうがよいということが、今日の意見も含めて何かあ

れば、それを中心に、少し議題を整理していただくと議論がしやすい気がしま

す。  
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色川会長：はい、どうぞ。  

 

八木委員：「エブリディ消費者！」は、私は拝見したことがなくて申し訳なか

ったのですが、もしあれば、いただきたいと思いました。  

 

色川会長：それは、配ってください。  

 

事務局：はい。  

 

色川会長：スケジュールというのは、大体いつ頃にどういう・・・。  

 

事務局：次回の会議は、 11月頃に予定しています。その前に、パブリックコメ

ントというかたちで一般の市民の方に見ていただきます。  

 

色川会長：その前にパブコメを作るから、もう原案を作ってしまうというこ

と？  

 

事務局：素案で出そうと思っています。  

 

色川会長：素案でパブコメを取るのですか。  

 

事務局：そうですね。あまり具体的なところまで書いてはありませんが、素案

で出そうと思っています。基本計画も同じ時期にパブコメを取る予定です。  

 

色川会長：そうですか。原案ではなくて素案なんですね。  

 

事務局：はい。  

 

色川会長：たたき台ではないのですか。  

 

事務局：すみません、スケジュール的に、先生方、委員の皆さん方に協議いた

だく時間があまりなくて申し訳ありませんが、基本的には、今日お示しした素

案にご意見をいただいて、修正を掛けたものでパブリックコメントを採ろうと

思っています。  

 

色川会長：かなり手を入れたほうがいい感じです。今のお話だとちょっと恐ろ

しいなと。  

 

事務局：修正を加えたものは、一堂に会してということが時間的にも無理にな

ると思いますので、委員の皆様にお送りして、またそこでコメントなり、ここ

はもっと直したほうがいいということでご意見等をいただければと思っていま



10 

 

すので、よろしくお願いします。お手数を掛けてしまって申し訳ありませんが、

よろしくお願いします。  

 

色川会長：せめて、パブコメの時間を少し長めに取ってもらわないと、私も消

費者団体なので、書くのも大変です。１週間は・・・。  

 

事務局：パブコメは１カ月で予定しています。  

色川会長：１カ月ぐらいですね。覚悟しておいたほうがいいです。ほかに何か

いかがでしょうか。はい。  

 

朝倉副会長：形式的なことかもしれませんが、 22ページの「第 4章－重点事

業」のところで、大きな項目としては二つで、「推進地区・推進校の設置」と

「見守りネットワーク事業の連携強化」、これは推進するとしてここに原案が

ありますが、「今回提出いただいたこのスケジュールが、当面重点的にやりた

いことだ」という説明が先ほどあったような気がしますが、このスケジュール

案をさらに素案に落とし込んでいくという趣旨でよろしかったのでしょうか。  

 

事務局：こちらの「第４章」は、全体的な計画の中での重点事業になります。

わかりにくくて大変申し訳ありませんが、私が説明したのは、推進計画の中で

の重点的にやりたいというスケジュールになります。   

 

朝倉副会長：別物だという理解でいいですか。  

 

事務局：この「第４章」は、推進計画の重点事業ということで挙げているもの

ではなく、「全体の」と言うと分かり難いですが、基本計画も含めたものにな

ります。  

 

朝倉副会長：基本計画も含めた、特に重点事業？  

 

事務局：二つの計画を一つにまとめているので、冊子の形態等で分かり難い点

については、今後検討したいと思います。ありがとうございました。  

 

色川会長：パブコメはいつ頃ですか。  

 

事務局：10月頃の予定です。  

 

色川会長：10月ぐらいですか。   

 

事務局：もしよろしければ、二つの計画の構成についても、ご意見をいただき

たいと思います。  

この素案ですと、二つの計画をそのままくっつけたかたちになっているので、
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分かり難くて申し訳ありません。  

 

色川会長：くっついているという感じではなくて、糊代がずれている気がしま

す。だから、ぴったりはまっていればみんな何も言わないと思いますけれども、

何かずれていて、プラモデルを間違えて作ってしまったみたいになっている感

じがします。  

 

事務局：その辺のご意見もいただければ、大変有り難いです。  

 

色川会長：わかりました。いろいろと。  

 

事務局：すみません、一体化することについては、消費生活センター内部でも

いろいろ議論がありましたが、結局、消費生活センターがこれから事業を推進

していくにあたって、計画を二つ持つというのはどうか、しかもその計画は互

いに補完の関係があり、一体性を持っていないと、事業の整合性を取りにくい

のではないかということで、計画書として一体となるようなものを作っていき

たいと考えました。  

 確かに、今日の審議会では、消費生活基本計画を見ていただいて、目次を見

ていただくと、「第２章」が「消費生活基本計画」、「第３章」が「消費者教

育推進計画」となっています。「第１章」の「策定の趣旨」のところは、双方

共通になっていて、「第４章」以下も、双方の計画共通の「重点事業」と「推

進方策」といった構成になっています。  

 ですので、基本方針と基本施策の部分が、消費生活基本計画と消費者教育推

進計画と別々になっていて溶け込んではいないので、確かにそこが非常に分か

り難くなっているかとは思っています。  

 これも、消費者教育推進に関する法律により、市が国の方針や、県の計画に

基づいた計画を策定することが努力義務になっていますので、それに基づいて

作る計画ですから、やはり、消費者教育推進計画という位置付けも必要であっ

て、なおかつそれを包括したかたちで、消費生活基本計画として、消費生活セ

ンターがこれから推進していくいろいろな事業の施策なり、基本方針なりを考

えていきたいといったところです。  

 その辺が、まだうまく練れていないところでいろいろご意見があるかと思い

ますが、方向性としては、できれば一体とするかたちで作り上げていきたいと

思います。そういう方向で、ここをこういうふうに修正すれば、市民の方にも

わかりやすいのではないかと、ご意見をいただければと存じます。  

 先ほどもご意見をいただきましたが、事業の掲載の仕方については、消費生

活基本計画で、今、掲載してあるものは、あくまでも例示であって、一例であ

ります。今後、そこの基本施策の分野に関係する事業が各課から寄せられてい

ますので、そういう取組を精査して載せていきたいと思っています。  

 消費者教育推進計画については、スケジュールに掲載しているものが主立っ

た取組になっています。ここに挙げた事業について、恐れ入りますが、委員の



12 

 

皆様にもご意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  

 

色川会長：もう時間が来ていますの、特になければ、これで終了します。  

よろしいでしょうか。宿題がいっぱい出たようですが、皆さん、ご検討いた

だいて、少しでもいい企画になればいいと思いますので、よろしくお願いしま

す。  

 それでは、今日の静岡市消費者教育推進地域協議会をこれで閉会します。お

つかれさまでした。  

（終了）  


